
▪会長・幹事バッジの交換
　　前年度の鳥海会長・白石幹事より、“ クラブ会長・

幹事バッジ ” が常盤会長・高橋（建）幹事へ引き継が
れました。

　　また、前年度会長・幹事には “PAST PRESIDENT”
“PAST SECRETARY” のバッジが渡されました。

▪新役員挨拶

会長　常　盤　卓　嗣　
　本年度、平塚ロータリークラブは、創立 59 年を迎えます。
Ｋ．Ｒラビンドラン Rl 会長のテーマは “ 世界へのプレゼン
トになろう”です。そして私たち2780地区のテーマは、“もっ
と役に立つ、もっと面白いロータリー ”
　ロータリークラブ及びロータリーメンバーがここに
持っている能力、才能等々をロータリーを通じて世界に
役立てようという事です。そして、クラブの親睦を深め
また、グループでも、地区でも親睦を深め、もっと楽しく、
面白いロータリーを作っていこうということです。実践
第一主義で行動することが、すばらしい奉仕活動を生み、
それが世界へのプレゼントになると理解しています。
　本年度のガバナー補佐は平塚西ＲＣの平野さんです。
当クラブへの公式訪問は 10 月１日です。
　ガバナーは茅ヶ崎ＲＣの田中さんです。公式訪問は
12 月 15 日に行われます。また、ＩＭは平塚西ＲＣの
主管で２月７日（日）に行われることが決まっています。
　会長、幹事会等で議論になったことや報告すべきこと

は、私と幹事を通じて、皆様にスピード感を持って伝え
ていきたいと思います。是非、皆様にも全ての事業に積
極的に参加をしていただきたくお願い申し上げます。
　さて、クラブの運営についてですが、私のテーマは “ 明
るく、そして分かりやすく ” です。昨年の鳥海会長のテー
マ “ 明るく楽しく ” はメンバーが集まるのに大切なこと
です。私は、クラブの運営や事業を、更にわかりやすく、
丁寧にすることによって今までよりも更に多くのメン
バーに協力していただき、情報を共有して、全員が出番
があり、居場所のある１年間にしていきたいと思います。
　会員増強については、最重要テーマとして取り組んで
いきたいと思います。
　ロータリーだけではなく、ライオンズでもＪＣでも商
工会議所でも法人会でもこれを行っていない組織はあり
ません。
　私たちの仕事に置き換えて考えれば新しい顧客の開拓
です。自分たちの組織の良さ、すなわち商品の良さをＰ
Ｒしなければ商品は売れないわけです。そのために先ほ
どお話しましたようにクラブの事業についてわかりやす
く全メンバーに理解してもらう必要があります。そのな
かでメンバーが議論を重ねれば５年後、10 年後のクラ
ブの戦略計画が出来ると考えます。
　ロータリークラブの行う事業は全ての人に “ 希望を与
える ” がキーワードと言われています。
　自己満足になりがちなノルマ引継ぎの “ 前例踏襲 ” は
破滅への道です、今まで行ってきたことをかえるには、
抵抗があるかもしれませんが、多くの世代を超えたメン
バーがいる平塚クラブではオープンな議論の中でコミュ
ニケーションをはかり、60 周年に向けてやらなければ
ならないことだと考えます。
　例会について……変化のある例会は私たち役員がメン
バーにお返しの出来る唯一の場であると考えています。
本年は、情報集会のあり方を含め、夜間例会の実践、他
クラブとの合同例会等々を実践し、８グループ内の各ク
ラブとの交流を積極的に行います。
　最後に、私は一年間会長として、メンバーの皆様とクラ
ブの現状と将来を語り合い、平塚ロータリーが地域に “ 夢と
希望を配る配達人 ” になれるよう、先頭に立って行動するこ
とをお約束して、会長としての時間を終了します。

Be a gift to the world
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　　　　　　　　　　新会長・幹事

＜出席報告＞

ク ラ ブ 協 議 会

新年度を迎えて

本　日  7月  2日 会員数  58名 対象者  55名 出席者  47(45)名 出席率  82.46％
前々回  6月18日 会員数  60名 対象者  57名 出席者  47(45)名 出席率  79.66％ MUP  4名 計  51名 修正率  86.44％



幹事　高　橋　建　二　
　この度、2015 － 2016 年度　平塚ロータリークラブ
の幹事を常盤会長のもと務めさせて頂く事となりまし
た。私自身、入会４年目という事で沢山の不安と至らぬ
点があるとは思いますが、よろしくお願い致します。
　さて今年度は、いよいよ次年度に迎えます「平塚ロー
タリークラブ創立 60 周年」に向けての大切な一年にな
ると思います。そこで、先ず必要とされてくるのはクラ
ブ内での結束力ではないでしょうか。我がクラブは、こ
こ数年での会員拡大の成果もあって若い世代のメンバー
も増えてきています。そういった中で懸念される事が、
世代別に偏りがちになってしまうことです。年齢層が広
いからこそ学ぶ事も沢山あるはずです。今年度は夜間例
会の回数を多くしたりと、クラブ内での活動内容に変化
を加えていく中で、私はこの一年間、幹事職と共に各世
代のメンバー間の繋ぎ役に徹し、風通しの良いバランス
のとれた組織作りをしていきたいと考えています。新し
い考え方が全て良い訳ではなく、また歴史に縛られすぎ
て前に進めないというのも……まさに「温故知新」歴史
をよく学び知る事で、新しい知識や道理を得る事ができ
るのではないでしょうか。
　昨年度は副幹事という立場で沢山の「知識」「情報」
そして「出会い」を、例会はもちろん地区大会、ＩＭ、
花巻訪問、台南訪問等々に参加し得る事ができました。
まだまだ少ない経験値ではありますが、今年度に少しで
も生かせる事ができればと思っています。
　せっかくのロータリーライフです。「明るく、楽しく、
爽やかに」一年間、よろしくお願い致します。

＜会員報告＞
◦広報委員会　馬上　晋委員長

本日お配りしましたロータリーの友誌 7 月号の P.67
「ロータリーアットワーク」に、吉柳前年度委員の『雨
の中の第 45 回少年少女マラソン大会』の記事が、ま
たガバナー月信 2015.6.1 号 P.14 に例会第 3000 回
記念の白石前年度幹事の記事が掲載されています。ご
覧ください。

＜委員会報告＞
◦七夕をつくる会より

FAX にてお知らせ申し上げましたが、７／３（金）
13:30 より、平塚 RC で作った竹飾まえにて記念撮影
を致します。場所は、子育て支援「もこもこ」前です。

（スルガ銀行前、なべや隣）是非お集まりください。

＜幹事報告＞
◎第 38回平塚市展表彰式
　日　時：７／ 11（土）　15:30 ～
　会　場：平塚市中央公民館４Ｆ　小ホール
◎第 52回平塚市少年野球大会の開催について
　開会式　日　時：７／ 24（金）　17:45
　　　　　場　所：平塚球場
　閉会式　日　時：８／２（日）　  15:30 ～（予定）
　　　　　場　所：平塚球場
　＊常盤会長・鈴木忠治青少年委員長が出席します。
◎「全国ロータリー・ポリオプラスプログラム研修セミ
ナー」のご案内

　日　時：８／ 23（日）　　受付　9:00 ～ 10:00
　　　　　　　　　　　セミナー 10:00 ～ 16:00
　場　所：増上寺（講堂）

◎伊勢原ロータリークラブのメールアドレス変更のお知
らせ

　変更後：rc1isehara@gmail.com
◎第２回地区青少年奉仕委員会／アクターズミーティン
グのご案内

　日　時：７／ 11（土）　
          　    委員会　                             13:00 ～ 13:50
　　　　　アクターズミーティング　14:00 ～ 17:00
　場　所：第一相澤ビル
　＊関口副委員長が出席します。
◎第 13回ロータリー日韓親善会議 2015
　日　時：９／４（金）　13:00 ～
　場　所：グランドプリンスホテル新高輪「飛天の間」
　登録料：１５, ０００円（晩餐会費含む）
　締切り：７／ 15（水）までに地区へ登録
　プログラム：13:00　登録開始　4:00 開会
　　　　　　　15:30　基調講演
　　　　　　　　　　「ゴリラから見た人類の起源（仮）」
　　　　　　　　　　　京都大学総長・山極寿一氏
　　　　　　　　　　　ほか特別講演・次年度ソウル国
　　　　　　　　　　　際大会に向けて
　　　　　　　18:00 　閉会点鐘　18:30 ～晩餐会開始
◎地区社会奉仕・国際奉仕セミナー開催
　日　時：７／ 25（土）　15:00 ～ 17:30
　場　所：アイクロス湘南６F
　＊三荒奉仕プロジェクト委員長、原田社会奉仕委員長

が出席します。
◎青少年交換学生募集の件
　派 遣 国：アメリカ・カナダ・ブラジル・台湾ほか６か国
　派遣人員：８名（地区内・１グループ１名）
　派遣期間：2016 年８月～ 2017 年８月
　選考試験：11 ／ 14・15（筆記・面接）
　応募資格：現地到着時に 15 歳～ 18 歳の高校生
　　　　　　ロータリアンの子弟でも応募可能

詳しくは地区 HP ＞委員会＞青少年交換委員会（下記
アドレス）をご覧ください。
http://www.d2780.rotary.bz/pCommittee.asp

　　

＜メークアップ＞　　　　　４名　
　　清水　裕・杉山善弥・粟野　裕・桐本美智子　会員

＜本日のスマイル＞　　　３４名

＜ゲスト・ビジター＞　　　０名　

＜卓話・行事予定＞
７月　２日（木）　新役員挨拶
　　　９日（木）　平塚市長　落合克宏様
　　１６日（木）　（公社）平塚青年会議所　城田孝子様
　　２３日（木）　高砂香料㈱平塚工場　
　　　　　　　　　　工場長　伊藤裕司様
　　３０日（木）　休会

＜市内例会変更＞　　　　現在ございません

＜メークアップ＞

＜本日のスマイル＞

＜卓話・行事予定＞

＜市内例会変更＞

＜会員報告＞

＜幹事報告＞ ＜ゲスト・ビジター＞

＜委員会報告＞

クラブ会報委員会　　◎西村裕子　　○北本省三　　柏手　茂　　粟野　裕　　葛西　敬　　新会員


